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臨床のヒント
Ｑ＆Ａコーナーは，東京歯科大学の３病院の臨床研修歯
科医から寄せられた質問に対しての回答です。回答は本
学３施設の専門家にお願い致します。内容によっては基
礎や臨床，あるいは歯科や医科と複数の回答者に依頼す
る場合もあります。毎号掲載いたしますので，会員の皆
様もご質問がございましたら，ぜひ東京歯科大学学会ま
でｅメールかファックスで依頼していただきたいと存じ
ます。必ずご期待に添えることと思います。今号はペリ
オの咬合調整に関する質問です。

Ｑ＆Ａ
歯周病学系
Question

ペリオの咬合調整について教えてください。

Answer
起こすが，この変化は炎症を伴わない場合には

１．はじめに

可逆性の変化として認められる
④

歯周病患者への咬合調整の目的は，早期接触や咬

収を助長する傾向がある

頭干渉を除去し，歯周組織を健康に維持するための
機械的刺激を与え，調和のとれた咬合機能を回復さ

との仮説が挙げられています。
なお，日本歯周病学会では咬合性外傷に対する咬

せることにあります。一般的には削合による調整を
行いますが，咬合調整のみでは不十分の場合は，形

合調整，固定の選択について，
①

態修正，修復処理，限局矯正や抜歯などを行うこと
１，
２）

もあります。Lindhe，Carranza

症に対する歯周基本治療を行う
②

学的根拠に基づき行うべきだと述べており，Bur３）

③

間の追跡を行ったランダム化比較試験で，咬合調整

との指針４）を示しております（図１）
。
２．咬合調整の時期

く，この差に臨床的な意味があるかは，検討の余地
があります。

行った咬合調整によっても動揺が収束しな
い，もしくは増悪した際には暫間固定をする

を行った群のほうが好ましいアタッチメントレベル

ながら，アタッチメントレベルの差は０．
５㎜と小さ

この基本治療で改善されない，もしくは増悪
した動揺に対しては咬合調整を行う

gett らの論文を引用しています。この論文は２年

少には差がなかったとの結論を得ています。しかし

明らかな機能障害がある際にはまず咬合調整
を行うが，その他のケースに関してはまずは炎

はともに著作の

中で，咬合調整は侵襲性かつ不可逆な治療であり科

が得られたものの，歯の動揺やポケットの深さの減

持続的な咬合性外傷はポケットの形成や骨吸

原則的には歯周病患者への咬合調整は歯周組織に
おける炎症の除去後（プラークコントロール，ス

また，現在歯周病と咬合性外傷の関連に関しては

ケーリング・ルートプレーニング後）
に行います。

①

これは歯周患者の歯の動揺は基本治療後に消退する

一過性の咬合性外傷は歯周炎の直接的な原因
とはならない

②

可能性を有すること，そして歯が正常な位置に移動

炎症が存在しなければアタッチメントロスは
生じない

③

し再度咬合性外傷を呈することがあるからです。し
かしながら，早期接触や咬頭干渉などの外傷性咬合

咬合性外傷は歯の動揺を増し，骨吸収を引き

が，明らかな急性症状の原因として考えられる場合
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機能障害＊
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機能障害：咬合の不安定，咀嚼時の不快感，発音障害，
動揺の悪化，脱臼の危険性など

あり

なし
炎症に対する歯周基本治療

咬合調整

動揺の減少

動揺の継続・増加

炎症に対する
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図１

咬合性外傷に対する咬合調整，固定の選択４）

には，患歯の安静を図るため応急処置として咬合調

再現性を確認し歯面を綿球等で十分に清掃し乾

整を行います。この際には，先に述べたように炎症

燥させた後，咬合紙を使用して印記します。特

の消退による歯の移動が引き起こされることも多い

に動揺歯においては，指の腹を歯に添え咬合接

ため，徹底した調整ではなく，あくまで応急処置で

触時の振動（フレミタス）
を触知します。なお，

あることを認識して下さい。

これらの歯の咬合紙への印記時には，動揺によ
り正確な印記が難しい場合もあるため歯の頬側

３．咬合調整の実際

に指をあてがい，咬合時の歯の移動を防ぎなが
ら印記することが重要です。

１） 診査
⑴

２） 術式

歯の動揺度
咬合調整の必要な咬合性外傷を呈する歯では

上記の診査結果をもとに適切な診断を行います。

動揺度が増大しています。ピンセットを使用し

その結果を患者によく説明をし，咬合調整について

歯の動揺度を測定します。判定には Miller の

十分な同意を得てから行います。

分 類：０（生 理 的 動 揺０．
２㎜ 以 内）
，１度（軽 度

⑴

咬合調整の原則

０．
２−１㎜）
，２度（中 等 度，１−２㎜）
，３度（重

過度の咬合調整は咬合高径の低下や新たな咬

度，２㎜以上，または垂直の動揺）
を用います。

合干渉を誘発するため，削去量は必要最低限と

エックス線写真上では初期変化として歯槽骨頂

します。この際の調整はエナメル質の範囲にと

部における歯根膜腔の拡大が認められ，咬合性

どめることが重要です。また，削合調整後には

外傷の進行に伴い，根尖部方向へ増加していき

裂溝形成，球面形成，咬頭頂形成を行い点状接

ます。

触とし，食塊の流動，咀嚼効率の改善を図ると

⑵

早期接触の診査

ともに過大な力がかかることのないよう歯冠形

一般的に咬合紙を用いて診査します。閉口活

態を調整します。著しい動揺が認められる際に

動・側方および前方への滑走運動を数回行い，

は暫間固定を行ったうえで調整を行うこともあ
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側面をサポートするように指の腹を当て，側方

ります。
⑵

咬頭嵌合位の調整

運動時に歯が頬側へ移動するのを防ぎます。も

最初に咬頭嵌合位の調整を行います。早期接

しくは早期接触歯をあらかじめ暫間固定してお

触部位を Jankelson の分類（図２）
に基づいて削

き，明確に早期接触部位が印記されるようにし

合します。

ます。その後，青色の咬合紙を用い，咬頭嵌合

１級：上顎臼歯部の頬側咬頭舌側斜面と下顎

位を重ねて印記します。このとき，咬頭嵌合位

臼歯頬側咬頭頬側斜面，上顎前歯舌側斜面と

の接触部は赤と青の２色が重なりますので，こ

下顎前歯唇側斜面の早期接触

の部位を削合しないよう注意して調整を行いま

２級：上顎臼歯の舌側咬頭舌側斜面と下顎臼

す（重なった部位は咬頭嵌合位の支持点となる

歯の舌側咬頭頬側斜面の早期接触

ため）
。なお，たとえ小臼歯１本の接触であっ

これら外斜面と内斜面での早期接触（１，２

てもその歯に動揺やエックス線写真上に骨吸収

級）
では外斜面を削合します

像が認められなければ，削合して調整する必要

３級：上顎臼歯の舌側咬頭頬側斜面と下顎臼

はありません。また，咬合調整のみでの対応が

歯の頬側咬頭舌側斜面の早期接触

難しい症例では誘導させたい歯へのレジンの添

この内斜面同士のケース（３級）
では上顎舌側

加や歯冠修復も含め，他の方法も検討します。

咬頭頬側斜面を削合し不十分な場合には下顎

①

削合は BULL の法則にしたがいます。す

頬側咬頭舌側斜面を削合します。
⑶

作業側早期接触部の咬合調整

側方運動および側方位の咬合調整

なわち上 顎 歯 で は 頬 側 咬 頭 内 斜 面（Buccal

咬頭嵌合位から下顎を左右方向に動かした際

Upper）を 下 顎 歯 で は 舌 側 咬 頭 内 斜 面（Lin-

の作業側および均衡側における咬頭干渉を診査

gual Lower）
を調整します。なお，理想的に

し調整します。この際，作業側のガイドは犬歯

は後方歯での作業側ガイドでは大きな力がか

誘導咬合ではなく小臼歯の一部，もしくは大臼

かりやすいため，犬歯をガイドに加えるほう

歯のみで行われる片側性平衡咬合であることも

が安全であるともいわれています。

考えられます。しかしながら，これが咬合性外

②

平衡側早期接触部位の咬合調整

傷に直結せず，動揺のない場合には調整を必要

歯周病患者における咬合調整では作業側で

としません。その咬合が早期接触か否かを判断

の接触様式にかかわらず，平衡側での咬合干

する基準としては，!円滑な滑走運動が行われ

渉は原則として除去します。この際平衡側で

ていること ，および!ガイドを行っているそ

の接触部を削合し作業側の歯が接触して下顎

れぞれの歯に咬合性外傷の症状がないこと

を誘導するよう調整します。なお，調整部位

が

は上顎では舌側咬頭遠心斜面内斜面（DILU：

挙げられます。
赤色の咬合紙で咬頭嵌合位の接触を印記した

Distal Internal Lingual Upper）
，下顎では頬

のち，側方運動をさせます。早期接触部位の頬

側 咬 頭 近 心 内 斜 面（MIBL：Mesial Internal

図２

５）
咬頭嵌合位における早期接触部の分類（Jankelson の分類）
（斜線部が早期接触部と削号部位を示す）
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Buccal Lower）
です。これらは機能咬頭を含
むため，咬頭嵌合位での接触部位である咬頭

５．おわりに
重度の歯周炎においては，炎症に対する治療が完

頂を削合しないよう注意し，可能であれば上
⑷

３１１

下顎どちらかの調整にとどめます。

了し，咬合調整を行った場合においても骨レベルの

前方運動および前方位での咬合調整

低下により歯の動揺が収束せず咀嚼機能が十分に発

前方運動時には上顎左右犬歯間で均等に咬

揮できない場合や咬合性外傷が改善しない症例が

合，誘導し，臼歯部が離開することが理想とさ

多々見受けられます。これらの症例に対しては暫間

れています。側方運動時の調整と同様に赤色の

固定，もしくはより強固な永久固定を行い咬合をコ

咬合紙で咬頭嵌合位での接触を印記したのち前

ントロールする必要があります。永久固定を予定す

方への下顎の滑走運動を行います。その後青の

る際には暫間固定やプロビジョナルレストレーショ

咬合紙で咬頭嵌合位を重ねて印記しこの咬頭嵌

ンによる固定を経て最終的な永久固定の範囲を決定

合位を示す青色の印記を削らないよう調整しま

します。

す。この際，前歯部は上顎舌側面の調整を行い

一度削った歯は完全に元に戻すことはできませ

ます。臼歯部においては上顎頬側咬頭遠心斜

ん。その後の歯冠修復の有無にかかわらず，治療計

面，下顎舌側咬頭近心斜面を削合します。

画を患者とともに十分検討した後に，咬合調整を行
うことが大切です。

４．歯冠形態の修正
早期接触や咬頭干渉以外にも，その存在がプラー
ク停滞や食片圧入の原因となり歯周疾患の発生，増
悪に影響を与える歯冠形態が存在します。挺出歯は
咬合平面を乱しスムースな偏心運動を阻害する原因
となることから，咬合平面の高さまで削合する必要
があります。この際にはその削合量により修復物の
装着や抜髄が必要となることもあり，十分な検討が
必要となります。また，楔状咬頭（プランジャーカ
スプ）
は対合歯の歯間部に楔状に咬みこむ咬頭頂を
意味し，食片圧入の原因となるため調整により形態
を修正する必要があります。なお辺縁流線の不揃い
も同様に食片圧入の原因となりますが，この調整の
際には咬合を削去するのか修復物で挙上するのか検
討する必要があります。
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